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インターネットで対象エリア内の新幹線・特急列車などの
指定席が予約できるサービスです。

受付時間（年中無休）
8：00～20：00
通話料がかかります。

列車の発着時刻、運賃・料金、鉄道企画商品に関するお問い合わせ

（お客様がお使いの電話回線の種類によってはご利用いただけない場合があります。）

JR四国電話
案内センター 0570-00-4592

し　こ　く　に

安和駅ＪＲ四国列車運行情報
https://www.jr-shikoku.co.jp/info/m/
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～いざ！時代の夜明けへ！～
ト　　　キ

　高知県を走る新しい観光列車「志国土佐 
時代の夜明けのものがたり」が、２０２０年７月
４日より、いよいよ運行を開始いたします。運行
が見合わせとなっていた間も、訓練運転などを
行い、絶景ポイントの確認や車内アナウンス・
お食事の配膳方法の確認など、お客様に土佐
の旅を心からお楽しみいただけるよう準備を
行ってきました。新型コロナウイルス感染症拡
大の影響で自粛が続く世の中に「明るい話題」、
そして「癒やし」をご提供できるようスタッフ一
同努めて参ります。皆様の笑顔にお目にかかれ
る日を心よりお待ちしております。

e5489詳しくは 検索

おトクなきっぷや、主な駅の情報など

JR四国ツアー 検索

■お問い合わせ先
　三豊市観光交流局　☎（0875）56-5880
　三豊市詫間町松崎1642-2（JR詫間駅横）
新型コロナウイルスによる休館情報など、
三豊市観光交流局のホームページでご確認
いただいてからお越しいただけますと幸いです。
https://www.mitoyo-kanko.com/
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JR四国は国土交通省が主体で全国のＪＲや私鉄各社が
取り組む「鉄道でエコキャンペーン」に参加しています。

ものがたり列車、アンパンマン列車など観光列車が運行再開します！

お客様の声を活かした改善事例コーナー

　特急列車には、運行状況にアクセスできるＱＲコードが掲出さ
れていますが、普通列車にはないのですか。

　特急列車内にＱＲコードを掲出していますが、普通列車内に
おいてもＱＲコードを掲出するようにしました。これにより、全車両
にＱＲコードを掲出しています。

普通列車内に列車運行情報ＱＲコードを掲出

掲出例

お客様の声

改善内容

　下りマリンライナー53号で、坂出駅に18時51分に１番のりばに
到着後、直ぐ（18:51）に３番のりばから琴平行きが発車していま
す。乗換えができるようにしていただけないでしょうか。

　2020年3月14日ダイヤ改正で、マリンライナー53号を２番線に
入線させることで、３番のりばの琴平行き普通列車と同一ホーム
での乗換えを可能としました。

マリンライナーから普通列車への乗換えが便利に

お客様の声

改善内容

　　　　

1 棟貸し宿泊施設もたくさん！
絶景の宝庫・三豊市とは？

「天空の鏡」父母ヶ浜

紫雲出山と荘内半島

アートが楽しめる粟島

琴平への道沿いに温泉も！

　「瀬戸内海の天空の鏡」「日本のウユニ塩
湖」と呼ばれる父母ヶ浜（ちちぶがはま）、ニュー
ヨーク・タイムズでも紹介された景勝地・紫雲出
山（しうでやま）・・・。
　高松から電車・車で約1時間。香川県西部に
ある三豊（みとよ）市は、絶景の宝庫です。
　市内には、1棟貸し宿泊施設が多くあり、不
特定多数の人との接触を避けながら、ご家族
やご友人同士だけで楽しめます。「3つの密」を
避けやすいアウトドアの楽しみも多くありますよ。
　お越しいただく際は、新型コロナウイルスの感
染予防にご注意いただきつつ、美しい自然の中
で羽を伸ばしてくださいね！

　父母ヶ浜は、大手旅行メディアで2018年、
「行ってみたい夕日絶景ランキング」第1位に選
ばれた人気スポット。風がない干潮時の夕暮

　瀬戸内国際芸術祭の会場の１つとして知ら
れる粟島。
　島民が制作した作品のほか、「誰かに届け
たい想い」をつづった手紙が世界中から届く
「漂流郵便局」、インドの伝統画が描かれた洞
窟のある「粟島芸術家村」など、ユニークな現
代アートが楽しめます。
　島内の宿泊施設「ル・ポール粟島」には、洋
室のほかキャビンもあり、ご家族やご友人同士
のプライベートな滞在が楽しめますよ。

　三豊市は、香川の人気観光地、琴平町の近
くにあり、併せての周遊がオススメです。
　三豊市から琴平町へ向かう国道32号線沿
いには、道の駅「たからだの里さいた」があり、
地元の農産物やおみやげを購入できます。人
気温泉「環の湯」や宿泊施設も併設されてお
り、ここで静かな山の一夜を過ごしてみてはい
かが？

写真提供：Free Cloud

　紫雲出山は、瀬戸内海の絶景を楽しむのに
最高のスポットの１つ。桜とアジサイの季節が特
に人気ですが、穴場は冬です。絶景を1人占め
しながら、じっくり写真撮影を楽しめますよ。
　紫雲出山がある荘内半島は、シーカヤックや
SUP、釣り、サイクリングなどを楽しむ人が多くい
ます。「荘内半島オートキャンプ場 浦島」といった
キャンプサイトもあり、ご家族やご友人たちと一
緒にアウトドアを楽しむのにぴったり！

香川県三豊市

※粟島にはご高齢の方が多くいらっしゃいます。
　できる限り感染防止対策にご協力ください。

れ、浜にできる潮だまりが鏡のようになり、魔法の
ような絶景がカメラに映し出されます。
　でも、父母ヶ浜の魅力は、絶景写真だけでは
ありません。
　近くには、絶品グルメを楽しめるカフェや、海
に沈む夕日を望めるグランピングサイトがありま
す。こうしたスポットに行ってみれば、きっとあなた
の旅が、忘れられないものになるでしょう。

　（１）「伊予灘ものがたり」「四国まんなか千年ものがたり」は7月4日(土)に運行を再開します。
　（２）「しまんトロッコ」は7月4日(土)、「瀬戸大橋アンパンマントロッコ」は7月11日(土)、
　　　「ゆうゆうアンパンマンカー」は7月18日(土)に運行を再開します。

新型コロナウイルスによる影響で運休しておりました観光列車について、以下の計画で運行を再開します。

１.消毒
　　（1）お客様及びアテンダントの乗車前の手指消毒の実施
　　（2）折り返し清掃時、手の触れやすい箇所への消毒の実施
　　　 （手すり、テーブル、座席の肘掛け、窓枠、記念スタンプ、
　  　　トイレの開閉ボタン及びドアノブ等）
　　（3）車内に消毒液の設置
２.検温
　　（1）お客様への乗車前の検温の実施
　　（2）アテンダントの乗務前の検温の実施

●今後の観光列車の運行計画 ●ものがたり列車の新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた取り組み
ものがたり列車の運行にあたって、以下の感染拡大防止策を実施します。

３.換気
　　（1）運行中の客室内常時換気の実施
　　（2）5分以上の停車駅での乗降口のドア、貫通路のドア等を開放し換気を実施
４.設備面
　  対面座席への飛沫防止板の設置
５.その他
　　（1）アテンダントの配膳時の手袋及びマスクの着用
　　（2）アテンダントの定期的な手洗いの実施
　　（3）各停車駅への消毒液の設置（おもてなしに来てくださる
          地域の方々への手指消毒の実施）
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　ＪＲ四国では、2014年7月に「伊予灘ものがたり（愛媛県）」、2019年4月
に「四国まんなか千年ものがたり（香川～徳島）」と、これまで2本の本格的
な観光列車（「ものがたり列車」と呼びます。）を運行してまいりました。沿線
や地域の方等に支えられ、近年では、年間平均乗車率が90％を下回らな
いという、ご愛顧をいただいております。
　2020年7月4日、「ものがたり列車」の第三弾として、「志国土佐 時代の夜明
けのものがたり（高知県）」が運行開始し、「ものがたり列車」が四国4県を

走破することになりました。
　これを機に、地元の魅力を再認識する機会として、お近くの「ものがたり
列車」にご乗車いただき、ゆったりとした非日常の中で、新たな魅力を再発
見されてみてはいかがでしょうか？
　是非、他のものがたり列車にもご乗車いただき、四国を巡っていただけ
るよう、心からお待ちしております。

ト　 キ

ト　 キ

30 31

運賃

・１号車：KUROFUNE
果て無き青空のもと、仲間達と新たな時代への「志」を語りながら大海をゆく
蒸気船をモチーフに、文明開化期から萌芽する１９世紀末芸術を想起させる
デザインをあしらいました。

・２号車：SORAFUNE
大空のその先、大気圏を突き抜けた宇宙空間までにも繋がる未来への「夢」
をコンセプトに、レトロＳＦ小説で描かれる空想科学上の宇宙船をイメージし
ています。

　「食」、「自然」、「人」、「歴史」これらの高知の魅力を味わっていただける列車を企画する中で、一番の高知らしさ
は何か、この列車を通じて、何を感じていただきたいかを考え、この列車のコンセプトとしたのは、誰とでも親しく

なれる、県外からのお客様を温かく迎え入れる県民性「人」を一番に感じていただこうと、【土佐流のおもてなし】をメインコンセプトとしました。

制服デザインコンセプト
「Classical modern Style」
　幕末・明治期のモダンなスタイルを現代風にアレンジしました。ブラウス、
スカート、ベストスタイルを採用し、エレガントさと偉人を支え活躍した土佐
の女性の凛とした強さを表現しました。エプロンや春夏用のブラウスの袖に
は、土佐和紙をプリントで表現し、高知らしさを演出しています。

　毎運転日ではございませんが、同区間を昨秋まで走行し、ご愛顧いただいた観光トロッコ列車「志国高知 幕末維新号」での沿線ガイドや車内
販売を担当した伊野商業高校キャリアビジネス科ツーリズムコースの生徒によるおもてなしや、高知ならではの沿線からのあたたかな歓迎も
列車の魅力です。開花の抄（上り）の事前予約制食事は、地元沿線の自慢の食材による料理等を駅毎に持ち込んで提供いたします。
　

　蒸気機関、ロケットエンジンデザインのダイナミズムを、新たな旅
への高揚感のモチーフとして、明治期の装飾表現と融合させた空想
ファンタジーデザインです。

　連立する照明ポールや可変テーブル支柱を、張り巡らされた機械
配管の疑似デザインとして表現し、機械美に幻想性を重ねあわせた
インテリアデザインとしました。

■提供
　株式会社　土佐食彩 森澤
■価　格：5,000円

■提供
四万十町（㈱ハマヤ）中土佐町（和
食・宴 あずま）佐川町（さかわ観光協
会）日高村（屋根の上のガチョウ、
※芋屋金次郎日高本店）※芋屋金
次郎日高本店は秋限定提供を予定
■価　格：5,000円

●運転時刻 ●運賃・料金

■印が運転日です。平日の貸切運行も受け付けております。
■印は運休日です。

運行区間

列車のコンセプト

車両のデザインコンセプト

列車愛称名
【運行区間／土讃線 高知駅～土佐久礼駅・窪川駅】

立志の抄 下り（高知駅～土佐久礼駅・窪川駅）
坂本龍馬が脱藩したと言われる道と並行する区間があることから、龍
馬が志をもって旅立つ様子をイメージし、「立志」と名付けました。

開花の抄 上り（窪川駅・土佐久礼駅～高知駅）
時代の夜明け「文明開化」と、下り便の「立志」に対して偉業を成し遂
げ凱旋する様子、夢を成し遂げた誉れとして「開花」と名付けました。

・立志の抄は高知駅で乗車、土佐久礼駅、窪川駅で下車いただけます。
 開花の抄は窪川駅、土佐久礼駅で乗車、高知駅で下車いただけます。
・途中駅では停車し、ホームに下りることもできます。
・仁淀川、安和等の絶景箇所では速度を落として運転いたします。

「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」は、全車グリーン車指定席の特急列車です。
ご乗車の際は、運賃のほかに特急券とグリーン券が必要です。

【文明開化ロマンティシズム】

●外観・インテリアデザイン

●車内設備　2両編成で4７席 ●運転日（2020年度上期運行カレンダー）
7月　運転日13日 8月　運転日15日 9月　運転日14日

●事前予約制のお食事について ●車内を案内するアテンダント

食事は事前予約制で、事前に「食事予約券」の購入が必要です。
「食事予約券」は、乗車日1ヶ月前の10時から4日前まで購入可能です。

【土佐流のおもてなし】

列車名／停車駅
（下り）立志の抄
（上り）開花の抄

区間 特急料金 グリーン料金 合計

高知～土佐久礼

高知～窪川

１,１１０円
（５５０円）

１,４７０円
（７３０円）

１,２００円
（６００円）

１，３００円
（１,３００円）

３,６１０円
（２,４５０円）
３,９７０円
（２,６３０円）

高知駅
１２時０４分発
１７時５６分着

土佐久礼駅
１４時13分着
１５時46分発

窪川駅
１４時４３分着
１５時１０分発

ト　 キ

ト　 キ

※JR四国のホームページでは「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」の
　プロモーション動画がご覧いただけます。

JR四国 時代の夜明け詳しくは をご覧下さい。

ト   キ

高知

松山

八幡浜
伊予大洲

宇和島

多度津

大歩危

窪川

高知

松山

八幡浜
伊予大洲

宇和島

多度津

大歩危

窪川

●日高村の皆さんによるおもてなし ●須崎市の皆さんによるおもてなし●安和の皆さんによるおもてなし

●中土佐町の皆さんによるおもてなし ●佐川町の皆さんによるおもてなし
（他にも様々なおもてなしをご用意しています。）※7月は伊野商業高校の生徒によるおもてなしはありません。

●伊野商業高校の生徒によるおもてなし

　 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

　 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

「土佐の食材を使った創作洋風料理～皿鉢（さわち）風～」

「高知家満喫“土佐流のおもてなし”コース」

高知の旬の食材を使った洋風料理です。高知ならではの食材を洋風の繊細な
調理で仕上げ、土佐の伝統料理「皿鉢」風に豪快に盛り付けた列車オリジナルの
創作料理です。（土佐久礼駅または、窪川駅下車後にコーヒーを提供します。）

沿線地域から自慢の逸品を駅まで持ち込んで提供するコース料理です。高
知県の海、山、川が育んだ沿線の旬の素材、こだわりの素材を、四万十ヒノキ
の容器で提供します。

立志の抄

開花の抄

四国まんなか千年ものがたり

志国土佐 時代の夜明けのものがたり

伊予灘ものがたり

■１号車２8席／高知家の団らんシート１６席、４名様用ボックスシート１２席、洋式
トイレ２基（うち１基は女性専用トイレ）　■２号車１９席／車いす対応シート１席、
１～２名様用シート１８席、サービスカウンター

新型コロナウイルス感染予防のため1号車「高知家の団らんシート」（1番 AB、2番 
ABCD、3番 ABCD、5番 AB席）は窓側向きのレイアウトとさせていただきます。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
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大空のその先、大気圏を突き抜けた宇宙空間までにも繋がる未来への「夢」
をコンセプトに、レトロＳＦ小説で描かれる空想科学上の宇宙船をイメージし
ています。

　「食」、「自然」、「人」、「歴史」これらの高知の魅力を味わっていただける列車を企画する中で、一番の高知らしさ
は何か、この列車を通じて、何を感じていただきたいかを考え、この列車のコンセプトとしたのは、誰とでも親しく

なれる、県外からのお客様を温かく迎え入れる県民性「人」を一番に感じていただこうと、【土佐流のおもてなし】をメインコンセプトとしました。

制服デザインコンセプト
「Classical modern Style」
　幕末・明治期のモダンなスタイルを現代風にアレンジしました。ブラウス、
スカート、ベストスタイルを採用し、エレガントさと偉人を支え活躍した土佐
の女性の凛とした強さを表現しました。エプロンや春夏用のブラウスの袖に
は、土佐和紙をプリントで表現し、高知らしさを演出しています。

　毎運転日ではございませんが、同区間を昨秋まで走行し、ご愛顧いただいた観光トロッコ列車「志国高知 幕末維新号」での沿線ガイドや車内
販売を担当した伊野商業高校キャリアビジネス科ツーリズムコースの生徒によるおもてなしや、高知ならではの沿線からのあたたかな歓迎も
列車の魅力です。開花の抄（上り）の事前予約制食事は、地元沿線の自慢の食材による料理等を駅毎に持ち込んで提供いたします。
　

　蒸気機関、ロケットエンジンデザインのダイナミズムを、新たな旅
への高揚感のモチーフとして、明治期の装飾表現と融合させた空想
ファンタジーデザインです。

　連立する照明ポールや可変テーブル支柱を、張り巡らされた機械
配管の疑似デザインとして表現し、機械美に幻想性を重ねあわせた
インテリアデザインとしました。

■提供
　株式会社　土佐食彩 森澤
■価　格：5,000円

■提供
四万十町（㈱ハマヤ）中土佐町（和
食・宴 あずま）佐川町（さかわ観光協
会）日高村（屋根の上のガチョウ、
※芋屋金次郎日高本店）※芋屋金
次郎日高本店は秋限定提供を予定
■価　格：5,000円

●運転時刻 ●運賃・料金

■印が運転日です。平日の貸切運行も受け付けております。
■印は運休日です。

運行区間

列車のコンセプト

車両のデザインコンセプト

列車愛称名
【運行区間／土讃線 高知駅～土佐久礼駅・窪川駅】

立志の抄 下り（高知駅～土佐久礼駅・窪川駅）
坂本龍馬が脱藩したと言われる道と並行する区間があることから、龍
馬が志をもって旅立つ様子をイメージし、「立志」と名付けました。

開花の抄 上り（窪川駅・土佐久礼駅～高知駅）
時代の夜明け「文明開化」と、下り便の「立志」に対して偉業を成し遂
げ凱旋する様子、夢を成し遂げた誉れとして「開花」と名付けました。

・立志の抄は高知駅で乗車、土佐久礼駅、窪川駅で下車いただけます。
 開花の抄は窪川駅、土佐久礼駅で乗車、高知駅で下車いただけます。
・途中駅では停車し、ホームに下りることもできます。
・仁淀川、安和等の絶景箇所では速度を落として運転いたします。

「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」は、全車グリーン車指定席の特急列車です。
ご乗車の際は、運賃のほかに特急券とグリーン券が必要です。

【文明開化ロマンティシズム】

●外観・インテリアデザイン

●車内設備　2両編成で4７席 ●運転日（2020年度上期運行カレンダー）
7月　運転日13日 8月　運転日15日 9月　運転日14日

●事前予約制のお食事について ●車内を案内するアテンダント

食事は事前予約制で、事前に「食事予約券」の購入が必要です。
「食事予約券」は、乗車日1ヶ月前の10時から4日前まで購入可能です。

【土佐流のおもてなし】

列車名／停車駅
（下り）立志の抄
（上り）開花の抄

区間 特急料金 グリーン料金 合計

高知～土佐久礼

高知～窪川

１,１１０円
（５５０円）

１,４７０円
（７３０円）

１,２００円
（６００円）

１，３００円
（１,３００円）

３,６１０円
（２,４５０円）
３,９７０円
（２,６３０円）

高知駅
１２時０４分発
１７時５６分着

土佐久礼駅
１４時13分着
１５時46分発

窪川駅
１４時４３分着
１５時１０分発

ト　 キ

ト　 キ

※JR四国のホームページでは「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」の
　プロモーション動画がご覧いただけます。

JR四国 時代の夜明け詳しくは をご覧下さい。

ト   キ

高知

松山

八幡浜
伊予大洲

宇和島

多度津

大歩危

窪川

高知

松山

八幡浜
伊予大洲

宇和島

多度津

大歩危

窪川

●日高村の皆さんによるおもてなし ●須崎市の皆さんによるおもてなし●安和の皆さんによるおもてなし

●中土佐町の皆さんによるおもてなし ●佐川町の皆さんによるおもてなし
（他にも様々なおもてなしをご用意しています。）※7月は伊野商業高校の生徒によるおもてなしはありません。

●伊野商業高校の生徒によるおもてなし

　 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

　 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

「土佐の食材を使った創作洋風料理～皿鉢（さわち）風～」

「高知家満喫“土佐流のおもてなし”コース」

高知の旬の食材を使った洋風料理です。高知ならではの食材を洋風の繊細な
調理で仕上げ、土佐の伝統料理「皿鉢」風に豪快に盛り付けた列車オリジナルの
創作料理です。（土佐久礼駅または、窪川駅下車後にコーヒーを提供します。）

沿線地域から自慢の逸品を駅まで持ち込んで提供するコース料理です。高
知県の海、山、川が育んだ沿線の旬の素材、こだわりの素材を、四万十ヒノキ
の容器で提供します。

立志の抄

開花の抄

四国まんなか千年ものがたり

志国土佐 時代の夜明けのものがたり

伊予灘ものがたり

■１号車２8席／高知家の団らんシート１６席、４名様用ボックスシート１２席、洋式
トイレ２基（うち１基は女性専用トイレ）　■２号車１９席／車いす対応シート１席、
１～２名様用シート１８席、サービスカウンター

新型コロナウイルス感染予防のため1号車「高知家の団らんシート」（1番 AB、2番 
ABCD、3番 ABCD、5番 AB席）は窓側向きのレイアウトとさせていただきます。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。



発行：四国旅客鉄道株式会社広報室
〒760-8580 高松市浜ノ町8番33号

インターネットで対象エリア内の新幹線・特急列車などの
指定席が予約できるサービスです。

受付時間（年中無休）
8：00～20：00
通話料がかかります。

列車の発着時刻、運賃・料金、鉄道企画商品に関するお問い合わせ

（お客様がお使いの電話回線の種類によってはご利用いただけない場合があります。）

JR四国電話
案内センター 0570-00-4592

し　こ　く　に

安和駅ＪＲ四国列車運行情報
https://www.jr-shikoku.co.jp/info/m/
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～いざ！時代の夜明けへ！～
ト　　　キ

　高知県を走る新しい観光列車「志国土佐 
時代の夜明けのものがたり」が、２０２０年７月
４日より、いよいよ運行を開始いたします。運行
が見合わせとなっていた間も、訓練運転などを
行い、絶景ポイントの確認や車内アナウンス・
お食事の配膳方法の確認など、お客様に土佐
の旅を心からお楽しみいただけるよう準備を
行ってきました。新型コロナウイルス感染症拡
大の影響で自粛が続く世の中に「明るい話題」、
そして「癒やし」をご提供できるようスタッフ一
同努めて参ります。皆様の笑顔にお目にかかれ
る日を心よりお待ちしております。

e5489詳しくは 検索

おトクなきっぷや、主な駅の情報など

JR四国ツアー 検索

■お問い合わせ先
　三豊市観光交流局　☎（0875）56-5880
　三豊市詫間町松崎1642-2（JR詫間駅横）
新型コロナウイルスによる休館情報など、
三豊市観光交流局のホームページでご確認
いただいてからお越しいただけますと幸いです。
https://www.mitoyo-kanko.com/

ト　キ

JR四国ニュースNo.393

JR四国は国土交通省が主体で全国のＪＲや私鉄各社が
取り組む「鉄道でエコキャンペーン」に参加しています。

ものがたり列車、アンパンマン列車など観光列車が運行再開します！

お客様の声を活かした改善事例コーナー

　特急列車には、運行状況にアクセスできるＱＲコードが掲出さ
れていますが、普通列車にはないのですか。

　特急列車内にＱＲコードを掲出していますが、普通列車内に
おいてもＱＲコードを掲出するようにしました。これにより、全車両
にＱＲコードを掲出しています。

普通列車内に列車運行情報ＱＲコードを掲出

掲出例

お客様の声

改善内容

　下りマリンライナー53号で、坂出駅に18時51分に１番のりばに
到着後、直ぐ（18:51）に３番のりばから琴平行きが発車していま
す。乗換えができるようにしていただけないでしょうか。

　2020年3月14日ダイヤ改正で、マリンライナー53号を２番線に
入線させることで、３番のりばの琴平行き普通列車と同一ホーム
での乗換えを可能としました。

マリンライナーから普通列車への乗換えが便利に

お客様の声

改善内容

　　　　

1 棟貸し宿泊施設もたくさん！
絶景の宝庫・三豊市とは？

「天空の鏡」父母ヶ浜

紫雲出山と荘内半島

アートが楽しめる粟島

琴平への道沿いに温泉も！

　「瀬戸内海の天空の鏡」「日本のウユニ塩
湖」と呼ばれる父母ヶ浜（ちちぶがはま）、ニュー
ヨーク・タイムズでも紹介された景勝地・紫雲出
山（しうでやま）・・・。
　高松から電車・車で約1時間。香川県西部に
ある三豊（みとよ）市は、絶景の宝庫です。
　市内には、1棟貸し宿泊施設が多くあり、不
特定多数の人との接触を避けながら、ご家族
やご友人同士だけで楽しめます。「3つの密」を
避けやすいアウトドアの楽しみも多くありますよ。
　お越しいただく際は、新型コロナウイルスの感
染予防にご注意いただきつつ、美しい自然の中
で羽を伸ばしてくださいね！

　父母ヶ浜は、大手旅行メディアで2018年、
「行ってみたい夕日絶景ランキング」第1位に選
ばれた人気スポット。風がない干潮時の夕暮

　瀬戸内国際芸術祭の会場の１つとして知ら
れる粟島。
　島民が制作した作品のほか、「誰かに届け
たい想い」をつづった手紙が世界中から届く
「漂流郵便局」、インドの伝統画が描かれた洞
窟のある「粟島芸術家村」など、ユニークな現
代アートが楽しめます。
　島内の宿泊施設「ル・ポール粟島」には、洋
室のほかキャビンもあり、ご家族やご友人同士
のプライベートな滞在が楽しめますよ。

　三豊市は、香川の人気観光地、琴平町の近
くにあり、併せての周遊がオススメです。
　三豊市から琴平町へ向かう国道32号線沿
いには、道の駅「たからだの里さいた」があり、
地元の農産物やおみやげを購入できます。人
気温泉「環の湯」や宿泊施設も併設されてお
り、ここで静かな山の一夜を過ごしてみてはい
かが？

写真提供：Free Cloud

　紫雲出山は、瀬戸内海の絶景を楽しむのに
最高のスポットの１つ。桜とアジサイの季節が特
に人気ですが、穴場は冬です。絶景を1人占め
しながら、じっくり写真撮影を楽しめますよ。
　紫雲出山がある荘内半島は、シーカヤックや
SUP、釣り、サイクリングなどを楽しむ人が多くい
ます。「荘内半島オートキャンプ場 浦島」といった
キャンプサイトもあり、ご家族やご友人たちと一
緒にアウトドアを楽しむのにぴったり！

香川県三豊市

※粟島にはご高齢の方が多くいらっしゃいます。
　できる限り感染防止対策にご協力ください。

れ、浜にできる潮だまりが鏡のようになり、魔法の
ような絶景がカメラに映し出されます。
　でも、父母ヶ浜の魅力は、絶景写真だけでは
ありません。
　近くには、絶品グルメを楽しめるカフェや、海
に沈む夕日を望めるグランピングサイトがありま
す。こうしたスポットに行ってみれば、きっとあなた
の旅が、忘れられないものになるでしょう。

　（１）「伊予灘ものがたり」「四国まんなか千年ものがたり」は7月4日(土)に運行を再開します。
　（２）「しまんトロッコ」は7月4日(土)、「瀬戸大橋アンパンマントロッコ」は7月11日(土)、
　　　「ゆうゆうアンパンマンカー」は7月18日(土)に運行を再開します。

新型コロナウイルスによる影響で運休しておりました観光列車について、以下の計画で運行を再開します。

１.消毒
　　（1）お客様及びアテンダントの乗車前の手指消毒の実施
　　（2）折り返し清掃時、手の触れやすい箇所への消毒の実施
　　　 （手すり、テーブル、座席の肘掛け、窓枠、記念スタンプ、
　  　　トイレの開閉ボタン及びドアノブ等）
　　（3）車内に消毒液の設置
２.検温
　　（1）お客様への乗車前の検温の実施
　　（2）アテンダントの乗務前の検温の実施

●今後の観光列車の運行計画 ●ものがたり列車の新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた取り組み
ものがたり列車の運行にあたって、以下の感染拡大防止策を実施します。

３.換気
　　（1）運行中の客室内常時換気の実施
　　（2）5分以上の停車駅での乗降口のドア、貫通路のドア等を開放し換気を実施
４.設備面
　  対面座席への飛沫防止板の設置
５.その他
　　（1）アテンダントの配膳時の手袋及びマスクの着用
　　（2）アテンダントの定期的な手洗いの実施
　　（3）各停車駅への消毒液の設置（おもてなしに来てくださる
          地域の方々への手指消毒の実施）


